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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第4444回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((月月月月))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 17171717分分分分 新里新里新里新里　　　　米吉米吉米吉米吉（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 憲法憲法憲法憲法96969696条条条条のののの改定改定改定改定にはにはにはには、、、、改憲派改憲派改憲派改憲派のののの学者学者学者学者やややや文化人文化人文化人文化人からもからもからもからも批判批判批判批判がががが強強強強くくくく「「「「邪道邪道邪道邪道」、「」、「」、「」、「憲法憲法憲法憲法のののの破破破破
壊壊壊壊」、「」、「」、「」、「96969696条条条条はははは世界世界世界世界のののの標準標準標準標準」」」」とのとのとのとの発言発言発言発言がががが起起起起きているきているきているきている。。。。日本日本日本日本ペンクラブペンクラブペンクラブペンクラブはははは６６６６月月月月21212121日日日日、、、、96969696条改正条改正条改正条改正
にににに反対反対反対反対するするするする声明声明声明声明をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。96969696条改定条改定条改定条改定についてについてについてについて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権とととと中国中国中国中国、、、、韓国等近隣諸国韓国等近隣諸国韓国等近隣諸国韓国等近隣諸国とのとのとのとの関係関係関係関係はははは、、、、かつてなくかつてなくかつてなくかつてなく悪化悪化悪化悪化しているしているしているしている。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカからもからもからもからも安安安安
倍政権倍政権倍政権倍政権のののの歴史認識等歴史認識等歴史認識等歴史認識等にににに懸念懸念懸念懸念がががが表明表明表明表明されているされているされているされている。。。。オバマオバマオバマオバマ大統領大統領大統領大統領とのとのとのとの首脳会談首脳会談首脳会談首脳会談もももも日日日日・・・・米米米米がががが１１１１
時間余時間余時間余時間余であったのにであったのにであったのにであったのに比比比比べべべべ、、、、米米米米・・・・中中中中はははは８８８８時間時間時間時間。。。。日日日日・・・・韓韓韓韓のののの外相会談外相会談外相会談外相会談、、、、首脳会談首脳会談首脳会談首脳会談がががが中止中止中止中止されるされるされるされる事事事事
態態態態になっているになっているになっているになっている。。。。一方一方一方一方、、、、中中中中・・・・韓韓韓韓がががが接近接近接近接近しししし親密親密親密親密なななな状況状況状況状況がががが創出創出創出創出されされされされ、、、、日本日本日本日本のののの孤立化孤立化孤立化孤立化がががが懸念懸念懸念懸念されされされされ
ているているているている。。。。近隣諸国近隣諸国近隣諸国近隣諸国とのとのとのとの関係関係関係関係をををを良好良好良好良好にすることはにすることはにすることはにすることは、、、、日本経済及日本経済及日本経済及日本経済及びびびび安全保障上安全保障上安全保障上安全保障上もももも重要重要重要重要かつかつかつかつ必必必必
要要要要なことであるなことであるなことであるなことである。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの観光観光観光観光やややや経済経済経済経済にとってもにとってもにとってもにとっても重要重要重要重要なこととなこととなこととなことと思思思思うううう。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは今年度中今年度中今年度中今年度中にににに「「「「人口増加計画人口増加計画人口増加計画人口増加計画」」」」をををを作成作成作成作成するとするとするとすると報道報道報道報道されているされているされているされている。。。。人口人口人口人口をををを増加増加増加増加するためにするためにするためにするために行行行行
政政政政としてのとしてのとしてのとしての重点重点重点重点をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの主張主張主張主張するするするする「「「「県外県外県外県外」」」」にはにはにはには「「「「国外国外国外国外」」」」もももも含含含含まれているかまれているかまれているかまれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの工事現場工事現場工事現場工事現場からからからからドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが十数本見十数本見十数本見十数本見つかったつかったつかったつかった。。。。そのそのそのその中中中中にににに「「「「ダウダウダウダウ・・・・ケミカルケミカルケミカルケミカル
社社社社」」」」のののの社名社名社名社名がががが記載記載記載記載されていることがされていることがされていることがされていることが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。これまでこれまでこれまでこれまで指摘指摘指摘指摘されてきたされてきたされてきたされてきた枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤にににに
ついてついてついてついて、、、、県内県内県内県内でででで貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵されていたされていたされていたされていた可能性可能性可能性可能性がががが大大大大きくなったきくなったきくなったきくなった。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 2002200220022002年年年年にににに北谷町北谷町北谷町北谷町でででで土土土土のののの中中中中からからからからコールタールコールタールコールタールコールタール入入入入りのりのりのりのドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが工事中工事中工事中工事中にににに発見発見発見発見されされされされ、、、、今回今回今回今回もももも
ドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが発見発見発見発見されたされたされたされた。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの返還跡地利用返還跡地利用返還跡地利用返還跡地利用がずさんにがずさんにがずさんにがずさんに行行行行われていたことがわれていたことがわれていたことがわれていたことが明白明白明白明白であであであであ
るるるる。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、今回今回今回今回のののの沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市でのでのでのでの問題問題問題問題についてについてについてについて県県県県はどのようにかかわるはどのようにかかわるはどのようにかかわるはどのようにかかわる
のかのかのかのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 辺野古公有水面埋辺野古公有水面埋辺野古公有水面埋辺野古公有水面埋めめめめ立立立立てについててについててについててについて

((((1111)))) 埋立材埋立材埋立材埋立材のののの「「「「購入土砂購入土砂購入土砂購入土砂」」」」についてについてについてについて、、、、公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法ではではではでは、、、、購入購入購入購入するするするする場合場合場合場合でもでもでもでも採取場所採取場所採取場所採取場所、、、、採採採採
取量取量取量取量、、、、埋立地埋立地埋立地埋立地へのへのへのへの搬入経路搬入経路搬入経路搬入経路のののの明示明示明示明示がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。採取場所採取場所採取場所採取場所、、、、採取量採取量採取量採取量、、、、搬入経路搬入経路搬入経路搬入経路はははは明明明明
示示示示されているかされているかされているかされているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。そのそのそのその内容内容内容内容もももも説明説明説明説明してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

((((2222)))) 滑走路滑走路滑走路滑走路をををを1600160016001600メートルメートルメートルメートルからからからから1200120012001200メートルメートルメートルメートルにしにしにしにしオーバーランオーバーランオーバーランオーバーランをををを各各各各300300300300メートルメートルメートルメートルにしたにしたにしたにした。。。。MVMVMVMV22222222オオオオ
スプレイスプレイスプレイスプレイはははは離陸滑走路離陸滑走路離陸滑走路離陸滑走路がががが1536153615361536メートルメートルメートルメートル必要必要必要必要とのことでありとのことでありとのことでありとのことであり、、、、1200120012001200メートルメートルメートルメートルのののの滑走路滑走路滑走路滑走路ではではではでは
オーバーランオーバーランオーバーランオーバーラン部分部分部分部分をををを恒常的恒常的恒常的恒常的にににに滑走路滑走路滑走路滑走路としてとしてとしてとして使用使用使用使用することになるすることになるすることになるすることになる。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。まままま
たたたた、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備についてのについてのについてのについての環境保全措置環境保全措置環境保全措置環境保全措置はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 環境環境環境環境、、、、生活生活生活生活にににに重大重大重大重大なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす場合場合場合場合にはにはにはには承認承認承認承認してはならないとしてはならないとしてはならないとしてはならないと思思思思うううう。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

4444 土木建築行政土木建築行政土木建築行政土木建築行政についてについてについてについて

((((1111)))) 小波津川整備小波津川整備小波津川整備小波津川整備についてについてについてについて
　　　　小波津川小波津川小波津川小波津川はははは過去過去過去過去にににに大雨大雨大雨大雨のたびにのたびにのたびにのたびに氾濫氾濫氾濫氾濫をををを起起起起こしこしこしこし、、、、県管理県管理県管理県管理のののの２２２２級河川級河川級河川級河川としてとしてとしてとして整備整備整備整備をををを進進進進めるこめるこめるこめるこ
とになったとになったとになったとになった。。。。しかししかししかししかし去去去去るるるる５５５５月月月月23232323日日日日にににに９９９９年年年年ぶりのぶりのぶりのぶりの氾濫氾濫氾濫氾濫がががが起起起起きききき周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民からからからから不満不満不満不満やややや不安不安不安不安のののの声声声声がががが
ありありありあり、、、、以下以下以下以下についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 今年度今年度今年度今年度のののの整備予定整備予定整備予定整備予定とととと進進進進状況及状況及状況及状況及びびびび今後今後今後今後のののの予定予定予定予定についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 遊水池遊水池遊水池遊水池のののの氾濫抑制機能氾濫抑制機能氾濫抑制機能氾濫抑制機能がががが不十分不十分不十分不十分でありでありでありであり、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる整備整備整備整備がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。またまたまたまた、、、、遊水池遊水池遊水池遊水池
内内内内のののの除草作業除草作業除草作業除草作業がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。
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ｳｳｳｳ 小波津川増水小波津川増水小波津川増水小波津川増水によるによるによるによる地域排水路地域排水路地域排水路地域排水路へのへのへのへの逆流逆流逆流逆流がががが起起起起きないようきないようきないようきないようフラップゲートフラップゲートフラップゲートフラップゲート（（（（逆止弁逆止弁逆止弁逆止弁））））のののの設設設設
置置置置をををを行行行行うううう予定予定予定予定があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅のののの家賃減免要綱家賃減免要綱家賃減免要綱家賃減免要綱のののの主主主主なななな改正点改正点改正点改正点をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 病院定数条例病院定数条例病院定数条例病院定数条例のののの定数増定数増定数増定数増のののの職種職種職種職種ごとのごとのごとのごとの内訳内訳内訳内訳とととと理由理由理由理由をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 経済振興経済振興経済振興経済振興についてについてについてについて

((((1111)))) 物流大手物流大手物流大手物流大手ののののヤマトホールディングスヤマトホールディングスヤマトホールディングスヤマトホールディングスのののの社長社長社長社長がががが那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港をををを拠点拠点拠点拠点（（（（ハブハブハブハブ））））とするとするとするとする国際航空貨物国際航空貨物国際航空貨物国際航空貨物
事業事業事業事業をををを活用活用活用活用したしたしたしたアジアアジアアジアアジアへのへのへのへの宅急便事業宅急便事業宅急便事業宅急便事業にににに関関関関しししし、、、、那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの重要性重要性重要性重要性をををを語語語語ったとったとったとったと報道報道報道報道されてされてされてされて
いるいるいるいる。。。。県経済県経済県経済県経済にとってにとってにとってにとって重要重要重要重要なことであるなことであるなことであるなことである。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 沖縄懇話会沖縄懇話会沖縄懇話会沖縄懇話会はははは、、、、大型国際商談会大型国際商談会大型国際商談会大型国際商談会「「「「沖縄大交易会沖縄大交易会沖縄大交易会沖縄大交易会」」」」をををを今年今年今年今年とととと来年来年来年来年11111111月月月月にににに県内県内県内県内でででで開催開催開催開催するとするとするとすると
のことであるのことであるのことであるのことである。。。。県経済県経済県経済県経済へのへのへのへの影響影響影響影響やややや将来展望等将来展望等将来展望等将来展望等についてについてについてについて所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県産紅茶県産紅茶県産紅茶県産紅茶ののののブランドブランドブランドブランド化化化化についてについてについてについて現状現状現状現状とととと展望展望展望展望をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 奨学金返済問題奨学金返済問題奨学金返済問題奨学金返済問題についてについてについてについて
　　　　日本学生支援機構日本学生支援機構日本学生支援機構日本学生支援機構がががが大学生等大学生等大学生等大学生等にににに貸貸貸貸しししし付付付付けるけるけるける奨学金奨学金奨学金奨学金のののの返済滞納額返済滞納額返済滞納額返済滞納額がふえがふえがふえがふえ続続続続けけけけ、、、、2011201120112011年度年度年度年度
全国全国全国全国でででで約約約約33333333万人万人万人万人がががが滞納滞納滞納滞納しししし、、、、滞納額滞納額滞納額滞納額はははは過去最高過去最高過去最高過去最高のののの876876876876億円億円億円億円になったとになったとになったとになったと報道報道報道報道されているされているされているされている。。。。県内県内県内県内
のののの実態実態実態実態をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第4444回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((月月月月))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 17171717分分分分 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場のののの移設問題移設問題移設問題移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 基地問題基地問題基地問題基地問題がががが動動動動かないのはなぜだとかないのはなぜだとかないのはなぜだとかないのはなぜだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。またまたまたまた、、、、一括交付金制度一括交付金制度一括交付金制度一括交付金制度やややや那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの滑滑滑滑
走路増設走路増設走路増設走路増設、、、、鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの導入導入導入導入などなどなどなど沖縄沖縄沖縄沖縄のののの振興策振興策振興策振興策でででで知事周辺知事周辺知事周辺知事周辺のののの外堀外堀外堀外堀をををを埋埋埋埋めめめめ、、、、一方一方一方一方でででで沖縄尖沖縄尖沖縄尖沖縄尖
閣諸島周辺閣諸島周辺閣諸島周辺閣諸島周辺のののの軍事的緊張軍事的緊張軍事的緊張軍事的緊張をををを静静静静めるめるめるめる気配気配気配気配さえさえさえさえ政府政府政府政府にはないにはないにはないにはない。。。。いやがいやがいやがいやが上上上上にもにもにもにも「「「「普天間普天間普天間普天間はははは辺辺辺辺
野古野古野古野古へへへへ」」」」というというというという政府政府政府政府のののの狙狙狙狙いがいがいがいが透透透透けてけてけてけて見見見見えるえるえるえる。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めるめるめるめる根拠根拠根拠根拠にににに「「「「危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去はははは喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題、、、、手続手続手続手続きやきやきやきや埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて、、、、反反反反
対運動対運動対運動対運動などでなどでなどでなどで非常非常非常非常にににに時間時間時間時間がかかることががかかることががかかることががかかることが予想予想予想予想されるされるされるされる」」」」とととと答弁答弁答弁答弁されていますされていますされていますされています。「。「。「。「時間軸時間軸時間軸時間軸」」」」がががが
判断判断判断判断ののののキーワードキーワードキーワードキーワードですかですかですかですか。。。。

ｳｳｳｳ 自民党中央自民党中央自民党中央自民党中央はははは今回今回今回今回のののの参議院選挙参議院選挙参議院選挙参議院選挙におけるにおけるにおけるにおける公約公約公約公約でででで「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを推進推進推進推進するするするする」」」」とととと明記明記明記明記しましましましま
したしたしたした。。。。一方一方一方一方でででで県連県連県連県連はははは「「「「県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」でででで選挙選挙選挙選挙にににに臨臨臨臨むとしていますむとしていますむとしていますむとしています。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をおをおをおをお聞聞聞聞かせくかせくかせくかせく
ださいださいださいださい。。。。

((((2222)))) 県立病院事業県立病院事業県立病院事業県立病院事業のののの経営再建経営再建経営再建経営再建についてについてについてについて知事知事知事知事にににに伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 健全経営健全経営健全経営健全経営にににに重要重要重要重要ななななファクターファクターファクターファクターはははは財源財源財源財源とととと人事人事人事人事（（（（人材人材人材人材））））といかにといかにといかにといかに現場現場現場現場ののののモチベーションモチベーションモチベーションモチベーションをををを上上上上
げるかだとげるかだとげるかだとげるかだと考考考考えますえますえますえます。。。。加加加加えてえてえてえてスピードスピードスピードスピード（（（（迅速対応迅速対応迅速対応迅速対応））））はははは欠欠欠欠かせませんかせませんかせませんかせません。。。。現在現在現在現在のののの県立病院事県立病院事県立病院事県立病院事
業業業業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく運営運営運営運営はははは総務部総務部総務部総務部をををを挟挟挟挟んでんでんでんで知事知事知事知事のののの了承了承了承了承をををを得得得得るというるというるというるという変則的変則的変則的変則的なななな運営運営運営運営となっていとなっていとなっていとなってい
るるるる。。。。知事知事知事知事とととと病院事業局長病院事業局長病院事業局長病院事業局長がががが「「「「経営経営経営経営やややや運営運営運営運営」」」」についてについてについてについて直接要望直接要望直接要望直接要望・・・・相談相談相談相談するというするというするというするというシステムシステムシステムシステムがががが
必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 持続的経営健全化達成持続的経営健全化達成持続的経営健全化達成持続的経営健全化達成にににに向向向向けけけけ「「「「さらなるさらなるさらなるさらなる経営改善経営改善経営改善経営改善」」」」へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ方策方策方策方策についてについてについてについて検討検討検討検討すすすす
るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、「、「、「、「達成達成達成達成」」」」とはどういうとはどういうとはどういうとはどういう状態状態状態状態をををを言言言言うのかうのかうのかうのか。。。。経営数値経営数値経営数値経営数値やややや現場現場現場現場のののの人的体制等人的体制等人的体制等人的体制等のののの目目目目
標値標値標値標値についてについてについてについて示示示示してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

ｳｳｳｳ 病院経営病院経営病院経営病院経営とととと人材確保人材確保人材確保人材確保についてについてについてについて知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの人材確保人材確保人材確保人材確保とととと養成養成養成養成((((育成育成育成育成))))等等等等についてについてについてについて

((((1111)))) 離島離島離島離島をををを抱抱抱抱えるえるえるえる沖縄沖縄沖縄沖縄でのでのでのでの「「「「医師確保医師確保医師確保医師確保」」」」やややや「「「「定着定着定着定着」」」」についてはについてはについてはについては多多多多くのくのくのくの課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。初期臨床研初期臨床研初期臨床研初期臨床研
修修修修をををを含含含含めめめめ人材養成人材養成人材養成人材養成とととと医師確保医師確保医師確保医師確保についてのについてのについてのについての基本的方針基本的方針基本的方針基本的方針についてについてについてについて示示示示してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島・・・・僻地地域僻地地域僻地地域僻地地域へのへのへのへの医師派遣医師派遣医師派遣医師派遣やややや代診医代診医代診医代診医のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。常態化常態化常態化常態化するするするする医師医師医師医師・・・・看看看看
護師不足護師不足護師不足護師不足についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 「「「「第第第第７７７７次看護職員需給見通次看護職員需給見通次看護職員需給見通次看護職員需給見通しししし」」」」ではではではでは27272727年年年年までまでまでまで供給供給供給供給のののの不足不足不足不足がががが指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている中中中中、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院
におけるにおけるにおけるにおける７７７７対対対対１１１１看護体制看護体制看護体制看護体制のののの実現実現実現実現をどうをどうをどうをどう図図図図っていくのかっていくのかっていくのかっていくのか、、、、見通見通見通見通しをしをしをしを含含含含めめめめ計画計画計画計画（（（（方針方針方針方針））））をををを聞聞聞聞くくくく。。。。まままま
たたたた、、、、看護師養成看護師養成看護師養成看護師養成についてもについてもについてもについても伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 新装新装新装新装となったとなったとなったとなった新県立宮古病院新県立宮古病院新県立宮古病院新県立宮古病院がががが地域地域地域地域のののの中核病院中核病院中核病院中核病院としてのとしてのとしてのとしての果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき役割役割役割役割とととと課題課題課題課題はははは何何何何かかかか。。。。
またまたまたまた、、、、当該地域当該地域当該地域当該地域のののの住民住民住民住民にににに対対対対するするするする要望要望要望要望をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

3333 少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策についてについてについてについて

((((1111)))) 地域地域地域地域やややや自治社会自治社会自治社会自治社会のののの担担担担いいいい手手手手でありでありでありであり牽引者牽引者牽引者牽引者はははは若者若者若者若者であるであるであるである。。。。しかししかししかししかし少子化社会少子化社会少子化社会少子化社会のののの進行進行進行進行でででで、、、、地域地域地域地域
社会社会社会社会からからからから若者若者若者若者がががが減減減減りりりり続続続続けているけているけているけている。。。。深刻深刻深刻深刻なななな社会問題社会問題社会問題社会問題としてとしてとしてとして捉捉捉捉えなければならないとえなければならないとえなければならないとえなければならないと思思思思うううう。。。。少少少少
子社会子社会子社会子社会というというというという人口構造人口構造人口構造人口構造のののの変化変化変化変化はははは、、、、社会社会社会社会のののの基盤基盤基盤基盤をををを支支支支えるべきえるべきえるべきえるべき生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口のののの減少減少減少減少によるによるによるによる税税税税
収減収減収減収減、、、、企業企業企業企業のののの収縮収縮収縮収縮、、、、年金年金年金年金やややや医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護などのなどのなどのなどの社会保障負担社会保障負担社会保障負担社会保障負担などなどなどなど「「「「相互扶助相互扶助相互扶助相互扶助」」」」をををを理念理念理念理念としたとしたとしたとした
制度制度制度制度へのへのへのへの影響影響影響影響もももも必須必須必須必須であるであるであるである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 低収入低収入低収入低収入、、、、不安定雇用不安定雇用不安定雇用不安定雇用でででで働働働働かなければならずかなければならずかなければならずかなければならず、、、、結婚結婚結婚結婚したくてもしたくてもしたくてもしたくても結婚結婚結婚結婚できないできないできないできない若者若者若者若者がふえてがふえてがふえてがふえて
いるいるいるいる。。。。将来結婚将来結婚将来結婚将来結婚しししし子供子供子供子供をををを持持持持ちたいとちたいとちたいとちたいと願願願願うううう若者若者若者若者はははは多多多多いはずであるいはずであるいはずであるいはずである。。。。そのようなそのようなそのようなそのような若者若者若者若者にににに県県県県はどはどはどはど
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うううう応応応応えるのかえるのかえるのかえるのか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県人口増加計画県人口増加計画県人口増加計画県人口増加計画についてについてについてについて
　　　　なぜなぜなぜなぜ今人口増加計画今人口増加計画今人口増加計画今人口増加計画かかかか。。。。目的目的目的目的とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 子子子子どものどものどものどもの貧困対策法貧困対策法貧困対策法貧困対策法についてについてについてについて

((((1111)))) 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困((((率率率率))))とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような状態状態状態状態をををを言言言言うのかうのかうのかうのか、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの子供子供子供子供のののの貧困及貧困及貧困及貧困及びひとりびひとりびひとりびひとり親世帯親世帯親世帯親世帯のののの貧貧貧貧
困困困困についてについてについてについて現状現状現状現状はどうなのかはどうなのかはどうなのかはどうなのか、、、、またまたまたまた県県県県はどのようなはどのようなはどのようなはどのような支援支援支援支援をををを行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 子子子子どものどものどものどもの貧困対策法貧困対策法貧困対策法貧困対策法はどのようなはどのようなはどのようなはどのような骨子骨子骨子骨子になっているのかになっているのかになっているのかになっているのか。。。。またそれによってまたそれによってまたそれによってまたそれによって何何何何がどうがどうがどうがどう変変変変
わっていくのかわっていくのかわっていくのかわっていくのか。。。。

((((3333)))) 沖縄子沖縄子沖縄子沖縄子どもどもどもども貧困対策計画策定貧困対策計画策定貧困対策計画策定貧困対策計画策定についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がんがんがんがん対策推進計画対策推進計画対策推進計画対策推進計画についてについてについてについて

((((1111)))) 計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨及趣旨及趣旨及趣旨及びびびび沖縄沖縄沖縄沖縄ならではのならではのならではのならではの施策施策施策施策そしてそしてそしてそして本県本県本県本県をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく現状現状現状現状についてについてについてについて説明説明説明説明してくしてくしてくしてく
ださいださいださいださい。。。。

((((2222)))) 離島及離島及離島及離島及びびびび僻地僻地僻地僻地におけるにおけるにおけるにおける医療医療医療医療のののの確保及確保及確保及確保及びがんびがんびがんびがん患者等関係者患者等関係者患者等関係者患者等関係者へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン離島振興計画離島振興計画離島振興計画離島振興計画」」」」ではこれまでさまざまなではこれまでさまざまなではこれまでさまざまなではこれまでさまざまな離島振興離島振興離島振興離島振興にににに係係係係るるるる施策施策施策施策がががが進進進進めめめめ
られてきたられてきたられてきたられてきた。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、住民生活住民生活住民生活住民生活やややや産業振興産業振興産業振興産業振興のののの両面両面両面両面でででで本島本島本島本島とのとのとのとの格差格差格差格差がががが存在存在存在存在しししし、、、、多多多多くのくのくのくの
市町村市町村市町村市町村でででで人口減少人口減少人口減少人口減少があるがあるがあるがある。。。。さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな分野分野分野分野でででで課題課題課題課題がががが残残残残されておりされておりされておりされており、、、、そのそのそのその解決解決解決解決をををを図図図図ることがることがることがることが
求求求求められているとめられているとめられているとめられていると記記記記されているされているされているされている。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの振興施策振興施策振興施策振興施策にどのようなにどのようなにどのようなにどのような課題課題課題課題がありがありがありがあり、、、、それがなぜそれがなぜそれがなぜそれがなぜ
解決解決解決解決できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか。。。。またまたまたまた、、、、今回今回今回今回のののの計画計画計画計画がこれまでのがこれまでのがこれまでのがこれまでの振興策振興策振興策振興策とどうとどうとどうとどう違違違違いいいい、、、、どのようにどのようにどのようにどのように離島離島離島離島
振興振興振興振興をををを図図図図ろうとするのかろうとするのかろうとするのかろうとするのか見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 先島旅客航路先島旅客航路先島旅客航路先島旅客航路のののの再開再開再開再開についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。
　　　　先島圏域先島圏域先島圏域先島圏域とととと沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島、、、、本土間本土間本土間本土間をををを結結結結ぶぶぶぶ旅客船舶航路旅客船舶航路旅客船舶航路旅客船舶航路がががが就航就航就航就航していないためしていないためしていないためしていないため、、、、移動手段移動手段移動手段移動手段はははは
航空路航空路航空路航空路のみとなりのみとなりのみとなりのみとなり、、、、離島住民離島住民離島住民離島住民のののの生活生活生活生活のののの利便性利便性利便性利便性やややや産業振興産業振興産業振興産業振興をををを図図図図るるるる上上上上でででで支障支障支障支障をををを来来来来しているしているしているしている。。。。
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ＲＡＣＲＡＣＲＡＣＲＡＣ那覇那覇那覇那覇――――久米島線久米島線久米島線久米島線のののの欠航及欠航及欠航及欠航及びびびび減便問題減便問題減便問題減便問題についてについてについてについて
　　　　久米島町久米島町久米島町久米島町、、、、町議会町議会町議会町議会、、、、町商工会町商工会町商工会町商工会などがなどがなどがなどが航空会社航空会社航空会社航空会社にににに対対対対しししし強強強強いいいい抗議抗議抗議抗議をををを行行行行っているっているっているっている。。。。公共交通公共交通公共交通公共交通
機関機関機関機関としてとしてとしてとして住民住民住民住民のののの生活生活生活生活やややや経済活動経済活動経済活動経済活動などになどになどになどに重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを担担担担っているっているっているっている航空会社航空会社航空会社航空会社のののの欠航欠航欠航欠航やややや一一一一
方的方的方的方的なななな減便減便減便減便にににに対対対対しししし、「、「、「、「異常事態異常事態異常事態異常事態」」」」というというというという表現表現表現表現でででで厳厳厳厳しくしくしくしく抗議抗議抗議抗議しているしているしているしている。「。「。「。「異常事態異常事態異常事態異常事態」」」」のののの背景背景背景背景やややや
解決策解決策解決策解決策についてについてについてについて示示示示してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

7777 下島空港及下島空港及下島空港及下島空港及びびびび周辺残地周辺残地周辺残地周辺残地のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((1111)))) 利活用検討協議会利活用検討協議会利活用検討協議会利活用検討協議会でででで協議協議協議協議されたされたされたされた課題課題課題課題とととと取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、可能性可能性可能性可能性のののの評価評価評価評価についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 日本航空日本航空日本航空日本航空とのとのとのとの「「「「覚書効力等調停事件覚書効力等調停事件覚書効力等調停事件覚書効力等調停事件」」」」のののの調停内容調停内容調停内容調停内容のののの履行履行履行履行はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。((((25252525年年年年４４４４月月月月
末日限末日限末日限末日限りりりり))))そのそのそのその際際際際、、、、内容内容内容内容12121212ではではではでは「「「「県県県県はははは下地島空港施設株式会社下地島空港施設株式会社下地島空港施設株式会社下地島空港施設株式会社のののの株式株式株式株式のののの譲譲譲譲りりりり受受受受けけけけ先先先先をををを斡斡斡斡
旋旋旋旋するするするする。」。」。」。」((((９９９９月月月月30303030日日日日までまでまでまで))))となっているとなっているとなっているとなっている。。。。経緯経緯経緯経緯はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第4444回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((月月月月))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 17171717分分分分 山内山内山内山内　　　　末子末子末子末子（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 慰安婦問題慰安婦問題慰安婦問題慰安婦問題についてのについてのについてのについての河野談話河野談話河野談話河野談話にににに関関関関するするするする見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設工事建設工事建設工事建設工事にににに説明説明説明説明をををを求求求求めためためためた住民住民住民住民をををを通行妨害通行妨害通行妨害通行妨害でででで訴訴訴訴えたえたえたえた裁判裁判裁判裁判のののの控訴審判決控訴審判決控訴審判決控訴審判決がががが
言言言言いいいい渡渡渡渡されたされたされたされた。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見とととと基地問題基地問題基地問題基地問題にににに対対対対するするするする住民運動住民運動住民運動住民運動についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 米国会計検査院米国会計検査院米国会計検査院米国会計検査院のののの報告書報告書報告書報告書でででで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊ははははグアムグアムグアムグアムにににに4700470047004700人人人人、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア2500250025002500人人人人、、、、ハハハハ
ワイワイワイワイ2700270027002700人人人人、、、、米本国米本国米本国米本国800800800800人人人人、、、、日本日本日本日本にににに１１１１万万万万5000500050005000人残留人残留人残留人残留、、、、とととと沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから１１１１万万万万700700700700人人人人がががが退出退出退出退出するするするする数数数数
字字字字となっているとなっているとなっているとなっている。。。。内容内容内容内容のののの実態実態実態実態とこのとこのとこのとこの数字数字数字数字のののの変化変化変化変化をどうをどうをどうをどう捉捉捉捉えるかえるかえるかえるか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米国上院議会米国上院議会米国上院議会米国上院議会はははは本年度本年度本年度本年度もももも沖縄海兵隊沖縄海兵隊沖縄海兵隊沖縄海兵隊ののののグアムグアムグアムグアム移転経費移転経費移転経費移転経費をををを凍結凍結凍結凍結しているしているしているしている。。。。嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの
返還返還返還返還をををを含含含含めめめめ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの影響影響影響影響をどのようにをどのようにをどのようにをどのように捉捉捉捉えるかえるかえるかえるか。。。。またまたまたまた、、、、国国国国とのとのとのとの調整調整調整調整はどのようになっているはどのようになっているはどのようになっているはどのようになっている
のかのかのかのか。。。。

((((3333)))) 辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 防衛局防衛局防衛局防衛局のののの埋立申請書埋立申請書埋立申請書埋立申請書とととと県県県県がががが要求要求要求要求したしたしたした事項事項事項事項にににに応応応応えたえたえたえた埋立補正申請書埋立補正申請書埋立補正申請書埋立補正申請書がががが公開公開公開公開されておらされておらされておらされておら
ずずずず、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局がどのようにがどのようにがどのようにがどのように補正補正補正補正したかしたかしたかしたか、、、、再補正再補正再補正再補正のののの必要性必要性必要性必要性はないのかはないのかはないのかはないのか。。。。新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表をををを出出出出しししし、、、、
検証検証検証検証してからしてからしてからしてから告示縦覧告示縦覧告示縦覧告示縦覧すべきでないかすべきでないかすべきでないかすべきでないか。。。。

ｲｲｲｲ 土砂土砂土砂土砂のののの調達量調達量調達量調達量のののの確保確保確保確保はできているかはできているかはできているかはできているか。。。。

ｳｳｳｳ 防衛局防衛局防衛局防衛局にににに対対対対しししし、、、、土砂土砂土砂土砂のののの購入先購入先購入先購入先のののの詳細詳細詳細詳細なななな特定特定特定特定やややや県外県外県外県外からのからのからのからの土砂土砂土砂土砂のののの有害物質有害物質有害物質有害物質のののの審査審査審査審査はははは内内内内
容審査容審査容審査容審査でででで要求要求要求要求するのかするのかするのかするのか。。。。

((((4444)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備後配備後配備後配備後のののの騒音被害実態騒音被害実態騒音被害実態騒音被害実態についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 騒音被害状況騒音被害状況騒音被害状況騒音被害状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 低周波音低周波音低周波音低周波音のののの周辺環境周辺環境周辺環境周辺環境にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響のののの実態調査実態調査実態調査実態調査がががが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考えるがえるがえるがえるが求求求求めていくめていくめていくめていく用意用意用意用意はあはあはあはあ
るかるかるかるか。。。。

3333 防災対策防災対策防災対策防災対策についてについてについてについて

((((1111)))) 平安座地区原油平安座地区原油平安座地区原油平安座地区原油タンクタンクタンクタンク事故事故事故事故のののの原因調査結果原因調査結果原因調査結果原因調査結果がががが発表発表発表発表されたされたされたされた。。。。概要概要概要概要とととと健康被害調査健康被害調査健康被害調査健康被害調査のののの状況状況状況状況
とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 今後今後今後今後のののの石油石油石油石油タンクタンクタンクタンク地域地域地域地域のののの防災対策防災対策防災対策防災対策のののの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの課題課題課題課題についてについてについてについて

((((3333)))) 不発弾処理対策不発弾処理対策不発弾処理対策不発弾処理対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 不発弾処理不発弾処理不発弾処理不発弾処理とととと現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

ｲｲｲｲ 磁気探査磁気探査磁気探査磁気探査のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、改善策改善策改善策改善策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 商工業関連商工業関連商工業関連商工業関連についてについてについてについて

((((1111)))) おきなわおきなわおきなわおきなわ新産業創出投資事業新産業創出投資事業新産業創出投資事業新産業創出投資事業でででで不適切不適切不適切不適切なななな資金資金資金資金のののの流用流用流用流用がががが明明明明らかになっているがそのらかになっているがそのらかになっているがそのらかになっているがその真偽真偽真偽真偽
をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 海外観光客海外観光客海外観光客海外観光客のののの誘致拡大誘致拡大誘致拡大誘致拡大のののの課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 福祉保健関連福祉保健関連福祉保健関連福祉保健関連についてについてについてについて

((((1111)))) 非婚世帯非婚世帯非婚世帯非婚世帯のののの県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅のののの家賃減免要綱家賃減免要綱家賃減免要綱家賃減免要綱をををを改定改定改定改定しししし寡婦世帯寡婦世帯寡婦世帯寡婦世帯とととと同同同同じじじじ基準基準基準基準をををを適用適用適用適用するするするする規定規定規定規定をををを設設設設
けることになったけることになったけることになったけることになった。。。。高高高高くくくく評価評価評価評価をするをするをするをする。。。。

ｱｱｱｱ そのそのそのその経緯経緯経緯経緯とととと何世帯何世帯何世帯何世帯でででで平均減免額平均減免額平均減免額平均減免額、、、、いつからいつからいつからいつから適用適用適用適用されるのかされるのかされるのかされるのか伺伺伺伺うううう。。。。
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((((2222)))) ＤＶＤＶＤＶＤＶ・・・・ストーカーストーカーストーカーストーカー被害状況被害状況被害状況被害状況のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策についてについてについてについて（（（（過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移））））

((((3333)))) 性被害性被害性被害性被害・・・・性暴力被害性暴力被害性暴力被害性暴力被害のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策についてについてについてについて（（（（過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移））））

((((4444)))) 年金年金年金年金のののの納付状況納付状況納付状況納付状況とととと無年金者無年金者無年金者無年金者のののの状況状況状況状況（（（（過去過去過去過去５５５５年年年年とととと今後今後今後今後のののの推移推移推移推移））））全国全国全国全国とのとのとのとの比較比較比較比較をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 出生前診断出生前診断出生前診断出生前診断のののの状況状況状況状況、、、、効果効果効果効果とととと課題課題課題課題についてについてについてについて

6666 教育教育教育教育・・・・行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 給食給食給食給食アレルギーアレルギーアレルギーアレルギーのののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 平和教育平和教育平和教育平和教育のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とととと、、、、課題課題課題課題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 学校敷地学校敷地学校敷地学校敷地がががが私有地私有地私有地私有地あるいはあるいはあるいはあるいは後援会所有後援会所有後援会所有後援会所有となっているとなっているとなっているとなっている実態実態実態実態とととと改善策改善策改善策改善策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 土木関連土木関連土木関連土木関連についてについてについてについて

((((1111)))) 建設業建設業建設業建設業におけるにおけるにおけるにおける社会保険未加入問題社会保険未加入問題社会保険未加入問題社会保険未加入問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 実態実態実態実態とととと対策対策対策対策についてについてについてについて

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



7

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第4444回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((月月月月))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 17171717分分分分 赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺　　　　　　　　昇昇昇昇（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事、、、、部局長等部局長等部局長等部局長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの早期返還早期返還早期返還早期返還にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍基地跡地利用米軍基地跡地利用米軍基地跡地利用米軍基地跡地利用にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 「「「「がんのがんのがんのがんの最先端放射線治療最先端放射線治療最先端放射線治療最先端放射線治療」」」」としてとしてとしてとして県内県内県内県内へへへへ重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設のののの設置設置設置設置についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金のののの活用状況活用状況活用状況活用状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの投資組合官民投資組合官民投資組合官民投資組合官民ファンドファンドファンドファンド不適切運用不適切運用不適切運用不適切運用についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 学童保育学童保育学童保育学童保育のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける孤独死孤独死孤独死孤独死のののの実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの歴史教育歴史教育歴史教育歴史教育のののの必修化必修化必修化必修化についてについてについてについて

4444 医療行政医療行政医療行政医療行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 土木建築行政土木建築行政土木建築行政土木建築行政についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国、、、、県県県県、、、、市町村発注工事市町村発注工事市町村発注工事市町村発注工事のののの県内企業県内企業県内企業県内企業、、、、下請企業優先発注下請企業優先発注下請企業優先発注下請企業優先発注のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 経営難経営難経営難経営難をををを理由理由理由理由にににに同業界同業界同業界同業界においてにおいてにおいてにおいて新卒新卒新卒新卒のののの雇用雇用雇用雇用がががが厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況でありますでありますでありますであります。。。。最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格をををを
95959595％％％％以上以上以上以上にににに引引引引きききき上上上上げてげてげてげて人材育成人材育成人材育成人材育成をををを図図図図るべきではないかをるべきではないかをるべきではないかをるべきではないかを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 観光行政観光行政観光行政観光行政についてについてについてについて

((((1111)))) ＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢのののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第4444回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((月月月月))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

5555 17171717分分分分 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　京子京子京子京子（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事、、、、副知事副知事副知事副知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事がががが選挙応援選挙応援選挙応援選挙応援したしたしたした県選出県選出県選出県選出のののの国会議員国会議員国会議員国会議員がががが選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約であるであるであるである普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの県外移設県外移設県外移設県外移設をををを翻翻翻翻しししし
「「「「県内移設県内移設県内移設県内移設」」」」とととと表明表明表明表明したことについてしたことについてしたことについてしたことについて所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「４４４４・・・・28282828完全完全完全完全なるなるなるなる主権回復主権回復主権回復主権回復のののの日日日日」」」」政府式典政府式典政府式典政府式典にににに出席出席出席出席したしたしたした高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事のののの所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた歴史歴史歴史歴史
家家家家としてとしてとしてとして４４４４・・・・28282828はははは沖縄沖縄沖縄沖縄にとってどういうにとってどういうにとってどういうにとってどういう日日日日かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定がががが県民県民県民県民のののの頭越頭越頭越頭越しにしにしにしに締結締結締結締結されたのはなぜかされたのはなぜかされたのはなぜかされたのはなぜか認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた今後今後今後今後のののの対応対応対応対応をどをどをどをど
うするのかうするのかうするのかうするのか知事知事知事知事のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相ははははＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉へのへのへのへの参加参加参加参加をををを決決決決めたがめたがめたがめたが、、、、本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて影響影響影響影響がががが予想予想予想予想されるされるされるされる分野分野分野分野とととと影響影響影響影響
をををを受受受受けるけるけるける額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

((((5555)))) ６６６６月月月月23232323日日日日「「「「慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日式典日式典日式典日式典」」」」にににに総理総理総理総理をををを初初初初めめめめ外務外務外務外務、、、、防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣がががが参加参加参加参加したことについてしたことについてしたことについてしたことについて知事知事知事知事のののの
所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる我我我我がががが国国国国ののののトップトップトップトップがががが顔顔顔顔をそろえをそろえをそろえをそろえ知事知事知事知事とどのようなとどのようなとどのようなとどのような話話話話しししし
合合合合いがなされたかいがなされたかいがなされたかいがなされたか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて
　　　　去去去去るるるる５５５５月月月月、、、、文教厚生委員会文教厚生委員会文教厚生委員会文教厚生委員会でででで石垣市石垣市石垣市石垣市、、、、竹富町及竹富町及竹富町及竹富町及びびびび与那国町与那国町与那国町与那国町をををを視察視察視察視察したしたしたした。。。。地域地域地域地域のののの問題点問題点問題点問題点をををを
問問問問うううう。。。。

((((1111)))) 与那国町与那国町与那国町与那国町ではではではでは今年今年今年今年、、、、教員教員教員教員14141414名中名中名中名中11111111名名名名がががが移動移動移動移動となったとなったとなったとなった、、、、見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園がないがないがないがない離島離島離島離島でのでのでのでの就学前教育就学前教育就学前教育就学前教育はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((3333)))) 小学校小学校小学校小学校１１１１、、、、２２２２年年年年だけでもだけでもだけでもだけでも複式学級複式学級複式学級複式学級をををを単式学級単式学級単式学級単式学級にできないかにできないかにできないかにできないか。。。。課題課題課題課題はははは何何何何かかかか。。。。

((((4444)))) 石垣市石垣市石垣市石垣市、、、、竹富町及竹富町及竹富町及竹富町及びびびび与那国町与那国町与那国町与那国町ののののＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ未設置学校未設置学校未設置学校未設置学校はははは何校何校何校何校かかかか。。。。本島本島本島本島とととと比較比較比較比較してしてしてして設置率設置率設置率設置率はどはどはどはど
うかうかうかうか。。。。

((((5555)))) 本県本県本県本県のののの特別支援学級特別支援学級特別支援学級特別支援学級のののの設置基準設置基準設置基準設置基準のののの根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。離島離島離島離島のののの設置基準設置基準設置基準設置基準はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((6666)))) 学寮学寮学寮学寮がががが不足不足不足不足していてしていてしていてしていて今年今年今年今年、、、、八重山高校八重山高校八重山高校八重山高校のののの寮寮寮寮にににに入寮入寮入寮入寮できなかったできなかったできなかったできなかった生徒生徒生徒生徒がいるがいるがいるがいる。。。。見解見解見解見解とととと今後今後今後今後
のののの対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

((((7777)))) 教職員住宅教職員住宅教職員住宅教職員住宅がががが不足不足不足不足しているしているしているしている、、、、現状認識現状認識現状認識現状認識とととと対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

3333 健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿についてについてについてについて

((((1111)))) 男女男女男女男女ともにともにともにともに長寿日本一長寿日本一長寿日本一長寿日本一となったとなったとなったとなった長野県長野県長野県長野県のののの取取取取りりりり組組組組みからみからみからみから本県本県本県本県がががが学学学学ぶものはぶものはぶものはぶものは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 長寿日本一復活長寿日本一復活長寿日本一復活長寿日本一復活のためののためののためののための計画計画計画計画をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 「「「「自分自分自分自分のののの健康健康健康健康はははは自分自分自分自分でででで担担担担えるえるえるえる」」」」人人人人づくりをするにはづくりをするにはづくりをするにはづくりをするには食育食育食育食育をををを必修必修必修必修としとしとしとし、、、、かつかつかつかつ系統的系統的系統的系統的にににに教育教育教育教育すすすす
べきとべきとべきとべきと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ計画計画計画計画をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 一方一方一方一方、、、、健診率健診率健診率健診率をををを上上上上げることもげることもげることもげることも重要重要重要重要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、特特特特にににに早期早期早期早期にににに自分自分自分自分のののの健康状態健康状態健康状態健康状態をををを知知知知ることがることがることがることが必必必必
要要要要であるであるであるである。。。。そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも、、、、小学校小学校小学校小学校でこれまででこれまででこれまででこれまで行行行行っているっているっているっている健診健診健診健診よりよりよりより一歩進一歩進一歩進一歩進めてめてめてめて６６６６年間年間年間年間にににに１１１１回詳回詳回詳回詳
細細細細なななな血液検査血液検査血液検査血液検査をををを実施実施実施実施することをすることをすることをすることを提案提案提案提案したいがどうかしたいがどうかしたいがどうかしたいがどうか。。。。

4444 県立八重山病院改築県立八重山病院改築県立八重山病院改築県立八重山病院改築についてについてについてについて

((((1111)))) 前述前述前述前述のののの文教厚生委員会文教厚生委員会文教厚生委員会文教厚生委員会のののの視察視察視察視察でででで安全性安全性安全性安全性にかなりにかなりにかなりにかなり問題問題問題問題がありがありがありがあり逼迫逼迫逼迫逼迫したしたしたした状況状況状況状況であることをであることをであることをであることを委委委委
員全員員全員員全員員全員がががが認識認識認識認識したしたしたした。。。。改築改築改築改築にににに向向向向けたけたけたけたタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールとととと進進進進状況状況状況状況をををを問問問問うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第4444回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((月月月月))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

6666 17171717分分分分 渡久地渡久地渡久地渡久地　　　　修修修修（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請についてについてについてについて

2222 県県県県がががが普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの県外移設県外移設県外移設県外移設のののの候補地候補地候補地候補地をををを探探探探しているとのことだがしているとのことだがしているとのことだがしているとのことだが、、、、即時閉鎖即時閉鎖即時閉鎖即時閉鎖、、、、撤去撤去撤去撤去をををを要求要求要求要求すすすす
べきであるべきであるべきであるべきである。。。。

3333 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは沖縄経済発展沖縄経済発展沖縄経済発展沖縄経済発展のののの阻害要因阻害要因阻害要因阻害要因だということをだということをだということをだということを、、、、全国民全国民全国民全国民にににに発信発信発信発信するようにするようにするようにするように２２２２月議会月議会月議会月議会でででで求求求求
めめめめ、、、、公室長公室長公室長公室長もももも検討検討検討検討をををを約束約束約束約束したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその後後後後のののの対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。

4444 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地をををを初初初初めめめめ、、、、米軍基地内用地米軍基地内用地米軍基地内用地米軍基地内用地のののの先行取得先行取得先行取得先行取得のののの実績実績実績実績とととと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて

5555 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの飛行合意違反飛行合意違反飛行合意違反飛行合意違反、、、、低周波振動低周波振動低周波振動低周波振動のののの健康健康健康健康にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響、、、、新新新新たなたなたなたな12121212機機機機のののの
配備中止配備中止配備中止配備中止とととと、、、、現在現在現在現在ののののオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて

6666 地産地消地産地消地産地消地産地消のののの現状現状現状現状とととと県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを問問問問うううう。。。。モデルモデルモデルモデル地区地区地区地区をををを設定設定設定設定してしてしてして具体的具体的具体的具体的かつかつかつかつ強力強力強力強力にににに推進推進推進推進するするするする
ことについてことについてことについてことについて

7777 農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部のののの研究機関研究機関研究機関研究機関のののの、、、、目的目的目的目的、、、、成果成果成果成果、、、、研究員研究員研究員研究員のののの推移推移推移推移、、、、今後今後今後今後のののの研究課題研究課題研究課題研究課題についてについてについてについて

8888 モノレールモノレールモノレールモノレールのののの延長延長延長延長のののの進進進進状況状況状況状況、、、、ウチナーグチアナウンスウチナーグチアナウンスウチナーグチアナウンスウチナーグチアナウンスをををを提案提案提案提案しししし実現実現実現実現したがしたがしたがしたが反応反応反応反応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。
またまたまたまた、、、、エレベーターエレベーターエレベーターエレベーターのののの待機階待機階待機階待機階についてについてについてについて

9999 絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種ののののノグチゲラノグチゲラノグチゲラノグチゲラについてについてについてについて

10101010 コンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローにににに、、、、元副知事元副知事元副知事元副知事をををを派遣派遣派遣派遣したしたしたした理由理由理由理由、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの事業事業事業事業のありのありのありのあり方方方方、、、、問題点問題点問題点問題点とととと
改善点改善点改善点改善点についてについてについてについて

11111111 下水処理場下水処理場下水処理場下水処理場やややや海洋技術支援海洋技術支援海洋技術支援海洋技術支援センターセンターセンターセンターなどなどなどなど、、、、県県県県のののの公共施設公共施設公共施設公共施設でででで太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電のののの設置設置設置設置にににに適適適適していしていしていしてい
るとるとるとると思思思思われるところがわれるところがわれるところがわれるところが多多多多いがいがいがいが検討検討検討検討すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

12121212 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて


